
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    

    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

東京都品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011 

TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 

E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    検索 

☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。 

☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。 

☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。 

 

高 事橋しんじ 務所 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

 

しがらみのない無所属 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

旧東海道周辺にはお寺が多いことで知られ

ています。さて、江戸時代の飢饉や津波の

犠牲者、関東大震災の犠牲者、京浜急行の轢

死者、品川宿の遊女、鈴ヶ森刑場などいずれも

無縁の死者の霊が供養され、別名「投入れ寺」

とも呼ばれるお寺は？ 

①天妙国寺（南品川２丁目） 

②品川寺 （ほんせんじ 南品川３丁目） 

③海蔵寺 （南品川４丁目） 

④大経寺 （だいきょうじ 南大井２丁目）

⑤東海寺 （北品川３丁目） 

 

平成 23 年 4 月 5,232票のご支持をいただ

き、現在２期目。若草幼稚園、品川区立鈴ヶ

森小・中学校、早実高、早大（政経学部政

治学科 専攻は地方行政）・同大学院博士課

程で学ぶ。東大研究員、塾などを経て、教

師（早実高、都立日比谷高・青山高・大森

高）。軟式野球ルーキーズ監督。平成 19 年

４月、無所属・新人として初当選（2541 票）。

『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定１１１１級級級級』（』（』（』（22222222 年年年年 12121212 月合格月合格月合格月合格））））    

☆初心を忘れずにガンバります！ 

 
 

2011201120112011 年年年年 7777 月月月月    

No.188 

 地方自治体は、地方青 

少年問題協議会法により 

付属機関として、青少年 

問題協議会を設置できま 

す。この協議会は、青少 

年の指導、育成、保護に 

ついて重要事項を審議したり、関係行

政機関の連絡調整を図るなどの事務

を行います。私は、23 年度委員。他

に区長など区の管理職、警察署長、

保護観察所・児童相談所・職安・家

庭裁判所などの職員、区内学校長、

保護司、民生委員、ＰＴＡ・商店街

関係など青少年にかかわりのある

委員で構成されています。（計55名） 

 7/15 の会議の一部のご報告です。 

≪児童虐待相談の状況≫ 

(東京都品川児童相談所報告より) 

区区区区    平成平成平成平成 20202020    平成平成平成平成 21212121    平成平成平成平成 22222222    

品川品川品川品川    ７０ ９１ １４９ 

目黒目黒目黒目黒    ２７ ３９ ７１ 

大田大田大田大田    １６７ １８９ ３６０ 

◇虐待相談受理状況◇ 

☆児童虐待は全国で５万件を超えま

ました（22 年度）。虐待相談とは、 

児童（０～17 歳）が虐待を受けてい

るという相談や通報です（虐待数で

はありません）。21 年 7 月、江戸川 

区の虐待死亡事故の後、虐待に対す

る地域の関心が高まり、「虐待では 

ないか」という通報が増えたこと 

と、兄弟で２件とｶｳﾝﾄするなどもあ

り 22 年度は、件数が急増しました。

ただし、1/4 位は、調査したら『た 

だ子どもが泣いていただけ』という

ことも。しかし、死亡事故の再発防

止には、地域の温かい

目が必要。また、関係

行政機関の緊密な連

携が求められます。 

☆児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所はははは、、、、東京東京東京東京

都都都都のののの施設施設施設施設ですですですです。。。。しかししかししかししかし、区の施設

とした方が、きめ細かく相談や保護

が行えるとしてとしてとしてとして 23232323 区区区区はははは、、、、東京都東京都東京都東京都にににに

区区区区へのへのへのへの移管移管移管移管をををを求求求求めめめめ、、、、現在現在現在現在、、、、移管移管移管移管にににに

向向向向けてけてけてけて都都都都とととと区区区区でででで協議中協議中協議中協議中ですですですです。。。。 

◎◎◎◎東京都品川児童相談所 3474347434743474----5442544254425442    

北品川北品川北品川北品川３３３３丁目丁目丁目丁目、、、、京急新馬場駅前京急新馬場駅前京急新馬場駅前京急新馬場駅前

反省しています。

以後、節水を心 

がけています！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 無所属 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：③③③③京急新馬場駅近く

にあります。お参りすると頭痛が治

るという「頭痛塚」もあります。 

←関東大震災の犠牲者の供養塔です 

 
今週の書架 

◇足立区の給食がレシピ本に◇ 

☆☆☆☆『『『『東京東京東京東京・・・・足立区足立区足立区足立区のののの給食給食給食給食』』』』    

（（（（ｱｰｽｱｰｽｱｰｽｱｰｽ・・・・ｽﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄｽﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄｽﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄｽﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ    1200120012001200 円円円円））））

 著名ｼｪﾌが作る「ｽｰﾊﾟｰ給食」などの取り

組みをしてきた足立区。同区は 2008 年度か

ら「おいしい給食推進事業」として、就学

前の子どもへの試食会や子どもによるﾒﾆｭｰ

づくりなどのｲﾍﾞﾝﾄを開催している。定食

は、一食あたりｶﾛﾘｰ 700 ｷﾛｶﾛﾘｰ以下、食材

費は 300 円未満に抑えている。 

（参考：7/14 日経新聞） 

   ☆☆☆☆足立区足立区足立区足立区はははは全校全校全校全校のののの給食給食給食給食がががが業業業業    

                者委託者委託者委託者委託ですですですです。。。。    

 

 
ズ

 
◇京急運行情報 ツイッターで提供 

京急電鉄は 7/14 から運行情報をツイッター

で始める。東日本大震災発生当時、公式ホー

ムページにアクセスが集中し、閲覧しにくく

なった経緯から。『京急線運行情報』の名称 

で全線にわたる 10 分以上の遅れや運行見合

わせの場合に投稿、更新す

る。平常どおりでも７時と

17 時に知らせるという。 

（7/13 東京新聞）

       ☆☆☆☆ﾂｲｯﾀｰﾂｲｯﾀｰﾂｲｯﾀｰﾂｲｯﾀｰはははは大震災大震災大震災大震災のののの際際際際にもにもにもにも情情情情

報発信報発信報発信報発信・・・・収集収集収集収集にににに役立役立役立役立ちましちましちましちまし

たたたた。。。。自治体自治体自治体自治体でもでもでもでも活用中活用中活用中活用中ですですですです

◇喫煙防止、値上げが効果 

中高生２割、昨年 10 月禁煙 

昨年 10 月の値上げをきっかけに、喫煙

していた中高生の２割が『禁煙』した

ことが厚労省のｱﾝｹｰﾄ調査で分かった。

全国の中高生から約９万９千人の回答

があり、値上げ前に禁煙した中高生は、

「健康によい」が理由のﾄｯﾌﾟだったが、

値上げ後は、４割は「お金の節約、たばこ

の値段が高い」、２割が「健康によい」

だった。 

 しかし、タスポ（自販機ｶｰﾄﾞ、未成年

者の喫煙防止目的で導入）を借りて購入

する中高生は毎日喫煙するグループでは

63.3％に上った。 

（参考：7/15 日経新聞） 

☆☆☆☆区内中学校区内中学校区内中学校区内中学校でのでのでのでの禁煙禁煙禁煙禁煙    

指導指導指導指導もももも実施実施実施実施されていされていされていされてい    

ますがますがますがますがタスポタスポタスポタスポのののの効果効果効果効果    

はははは薄薄薄薄れていますれていますれていますれています。。。。    

◇『勝島の海』でボートにトライ！ 

しながわ水族館のとなりの海でボ 

ートに乗れます。一度お試しを！ 

親子でもカップルでもどうぞ♪～ 

日時日時日時日時：7/23～10/10 土・日・祝のみ

10～19時（乗船は 18：30 まで）

料金料金料金料金：１回 30 分 200円（２人乗り）

☆水族館入場券半券（当日）で

100円 

運営運営運営運営：NPOまちづくり大井 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ： 

水とみどりの課 

  ５７４２－９０９３ 

【勝島の海】⇒ 

 （しながわ WEB 写真館） 

◎◎◎◎桟橋設置桟橋設置桟橋設置桟橋設置・・・・運営委託費運営委託費運営委託費運営委託費    

                            726726726726 万円万円万円万円    

◇「しなかんＰＬＡＺＡ」ｵｰﾌﾟﾝ 

7/20、品川観光案内所が大井１丁

目（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰそば）にｵｰﾌﾟﾝしま

した。区内の観光ｽﾎﾟｯﾄ、観光情報

をﾊﾟｿｺﾝで検索できます。また、観

光ﾏｯﾌﾟなども配布。ｲﾍﾞﾝﾄをしたい

商店街・地域団体に開放もします。

 

開所日時開所日時開所日時開所日時：月～金、9:30～17:30 

運営運営運営運営        ：品川観光協会 

◎◎◎◎区区区区はははは移転経費移転経費移転経費移転経費 115115115115 万円万円万円万円（（（（23232323 年度年度年度年度

予予予予算額算額算額算額））））をををを負担負担負担負担していますしていますしていますしています。 

☆☆☆☆四季劇場四季劇場四季劇場四季劇場もももも近近近近くくくく、、、、品品品品    

川区川区川区川区のののの魅力魅力魅力魅力をををを区内外区内外区内外区内外    

ににににＰＲＰＲＰＲＰＲするするするするｽﾎｽﾎｽﾎｽﾎﾟ゚゚゚ｯﾄｯﾄｯﾄｯﾄですですですです。。。。    

多多多多くのくのくのくの方方方方がががが来来来来所所所所するこするこするこするこ    

とをとをとをとを期待期待期待期待しますしますしますします。。。。    

月・水 ＪＲ大井町駅前 

火 京急青物横丁駅前 

木 ＪＲ大森駅前  

金 京急立会川駅前 

☆ 各 7:00-9:30頃 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をお配りしています。 

◎議会等の事情で変更する場合があります。 

◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！

ちょっとした話ながわ 


